
福井県の中小、ベンチャー企業を
経営・人事・労務の視点で元気にする
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＊今月のことば＊
〇成果を上げるには汝の時間を知れ○
成果を上げるには、自分の「時間」管理を行う必要が
ある。まず、自分が時間をどう使っているかを記録し、
不要な仕事があれば排除する。そして自由になった時間
を集約して、成果を上げるために使う。（ドラッカー）
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2019 新入社員研修
考える社員をつくる
ビジネスマナーを習得する
社会の厳しさを知る

研
修
内
容

1.ビジネスマナー（実習）
2.学生と社会人の違い
3.言葉使い、ビジネス会話
4.ビジネス文書・メール
5.報告・連絡・相談
6.1年後の目標設定・発表 等

実習形式のため研修内容がすぐに身につく!!

さらに！特典

フォローアップ研修（6ヶ月後開催）

6,000円 → 5,000円（税別）

研修風景

効果の出る新入社員研修を受けさせたい

実務面を重視した研修を希望している

合同研修を受けさせ、刺激を与えて欲しい

3月 28日 （木）

29日 （金）

開催日

申込期限：3月15日(金)

期限間近です、お急ぎ下さい!!

開 催 概 要

◆開催要項◆
日時：２０１9年３月２8日（木）・29日（金）９：３０～１７：００
会場：福井県自治会館 ２０１会議室

（福井市西開発４丁目２０２番地１ バードグリーンホテル横）
講師：シナジー経営株式会社 代表取締役 北出慎吾
費用：お一人様２０，０００円（税別）※テキスト代を含みます。
対象：新入社員の方、入社２年目ぐらいまでの方
定員：50名 ※昼食は各自でご用意ください。
◆お問い合わせはこちらからどうぞ！◆
TEL：0776-58-2470 FAX：0776-58-2480
◆お申込み、詳細ＵＲＬはこちら↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ◆
https://synergy.kkr-group.com/2018/10/10/2019newemployee/



北出が “ 今！ココ！知ってほしい！” をお伝えします。

速報！！平成31年度新設予定助成金！！
４.時間外労働等改善助成金（平成31年度新設予定）
概要：雇用管理改善のための計画を作成し、人員配置の変更、労働者の負担軽減などに取り組んだ中小企業に対して新規
に従業員を雇い入れることで得られる助成金です。
助成金額：雇い入れた労働者１人当たり60万円（短時間労働者の場合40万円） ※上限申請人数10名まで
対象企業：中小事業主･･･既設の時間外労働改善助成金における以下の支給を受けていること
「時間外労働上限設定コース」･･･外部の専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入費用の一部を助成
「勤務間インターバル導入コース」･･･●時から●時まで休息時間として確保し、取り組みを実施した費用に対して助成
「職場意識改善コース」･･･年次有給休暇を取得しやすいよう規程を変更する等、取り組みを実施した費用に対して助成
申請の流れ：①事業実施計画の提出→②計画に基づいた取組実施→③支給申請書提出→④支給
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平成31年4月施行による働き方改革に伴い、
社内体制の見直しや新しい制度を導入する
会社も多いようです。社内体制の整備には
労力が必要です。そこで今回は、これから
働き方改革に伴い、有効活用できる助成金
を紹介いたします！

こういう場合に要チェック！！

女性社員が企業内に多く、今後更なるキャリアアップ、女性管理職を増やしていきたい会社におススメ！！
3.両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）
概要：女性の更なる活躍推進のために自社の女性の活躍に関する「数値目標」や「取組目標」を取り決め、目標を達成し
た事業主に対して助成金を支給するというものです。
助成金額：【加速化Aコース】一企業当たり28.5万円（36万円）※行動計画期間内に「取組目標」を達成した場合

【加速化Nコース】一企業当たり28.5万円（36万円）※行動計画期間内に「数値目標」を達成した場合
女性管理職比率を基準値以上にアップ→47.5万円（60万円）

申請の流れ：①女性活躍に関する課題の分析→②課題解決に向けた「数値目標」と「取組目標」を行動計画として
労働局に提出→③取組目標を達成（加速化Aコース）→④行動目標を達成（加速化Nコース）

男性にも育児休業を取ってもらい、より働きやすい職場にしたい会社におススメ！！
2.両立支援等助成金（出生時両立支援コース）
概要：男性従業員に産後8週以内に連続5日以上の育児休暇を取らせることで得られる助成金 ※大企業は連続14日以上
助成金額：男性育休一人目57万円（生産性要件該当の場合、一人当たり72万円）

男性育休二人目以降14.25万円（18万円）※育休5日以上
男性育休二人目以降23.75万円（30万円）※育休14日以上

注意点：男性労働者が育児休業を取得しやすい取り組みを行うこと
育児休業は連続5日以上の休暇とし、無給（欠勤控除）とすること
育児休業給付金を受け取ることは可能 ※年次有給休暇を取らせないこと

働き方改革に伴い、新しい社内制度を導入し、スキルアップの向上、離職率の低下を図りたい会社におススメ！
1.人材確保支援助成金（雇用管理制度助成コース）
概要：下記のいずれかの雇用管理制度を導入し、計画前と計画後の離職率を比較し、目標数値を達成することで得られる
助成金です。働き方改革に伴い、新しい制度の導入や処遇改善を検討されている会社におススメです！
助成金額：【目標率達成助成】57万円（72万円）
導入する雇用管理制度：イ.評価・処遇制度、ロ.研修制度、ハ.健康づくり制度、二.メンター制度、ホ.短時間正社員制度
注意点：制度導入内容を就業規則に追加すること ※保育事業主のみ

制度導入開始（規則改正日）1ヶ月前までに「雇用管理制度計画」を労働局に提出していること
計画期間前1年間と計画期間後1年間の離職率を比較し、目標の数値を達成していること

雇用保険一般被保険者の人数規模 1～9人 10～29人 30～99人 100～299人 300人以上

低下させる離職率 15％ 10％ 7％ 5％ 3％

生産性要件とは？
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産
性」が、その３年度前に比べて６％以上伸びていることで
得られる助成金額が増えるというもの

営業利益+人件費+減価償却費+租税公課など
雇用保険被保険者数

注意点：人件費に役員報酬は含めない、法定福利費に役員
分を含めないこと、過去3年以内に退職勧奨および事業主
都合での解雇がないこと

助成金には労働法を遵守することが条件です！
助成金を申請する上で注意するポイントは以下の通りです。
①頻繁に受給要件や必要書類の把握
②就業規則が実態に合わせて整備されているか
③時間外手当がきちんと払われているか
④事前の計画などの提出がきちんとできているか
⑤申請期限をきちんと把握しているか
人事労務や助成金の専門家として
弊社にお任せください！

新設予定！！

生産性＝



Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.

もうすぐ

新入社員が入ってくる時期・・・

メンター制度ってどういう制度ですか？

中小企業で「新入社員に対するメンター制度」の導入が増えてきています！！

メンター制度の特徴は、内容が業務にとどまらず、人間関係などの個人的な問題まで広く
相談に乗ることです。メンター(指導者)がキャリアの先輩として「お手本」となり、メンティ(被
育成者)の精神的なサポートも含めて、親密なアドバイザーとならなくてはなりません。

①メンター制度導入の理由
②メンタリングとはどんなものか
③メンタリングの進め方
④面談の内容
⑤要求されるスキル
⑥問題発生時の対処法
⑦成功させるためのポイント

人生を変えるメンターとの出会いが、
新入社員の職業人生を変えるかも
しれません。それぞれの企業のスタイ
ルで、メンター、メンティにうまく寄り添
いながら、この制度を活用していって
ください。

但し、メンター制度は、メンターとメンティ2人のみの
制度では決してありません。社内全体の取り組みと
いう意識を持ってもらえるよう推進チーム内外に人
を取り込むことが重要です！！

新入社員の気持ちを共有
できる入社2～3年目の若
手社員にメンターを任せ、
定着を図る場合も！

メンター制度の意義や目的を正しく理解するために事前研修を実施することが重要です！！

以下の7点が事前研修の主なポイントです。
制度の注意点も見てみましょう。

① メンター側としての準備がなくて
いきなりメンターに指名されて、
どのように対応すれば良いのか
分からないまま、自分の経験や
思い込みのみでメンティの問い
かけに答えていること。

② メンターに指名されたが、具体
的なメンターとメンティを結びつ
ける仕組みがなければ、制度
は機能しないのは明らか。

③ 中堅社員でもあるメンターの業
務の多忙さが、メンター制度を
機能させる障害となる場合が
多い。

メンター制度の仲間のご紹介

・エルダー制度
・ブラザー・シスター制度
・OJTリーダー制度
・里親制度 etc…
⇒上記のように、
企業によって呼び方や内容も様々です。

(メンター・メンティの関係イメージ)

直属の上司・先輩

メンター
(直属の上司以外)

メンティ

指示・命令

双方向の対話

メンター制度は人と人とのつながりの部分が多く、「こうしたら良い」という確実で正し
い方法があるものではなく、企業や組織の状況によって導入・運用のポイントは異な
ります。しかし、どのような企業にも、共通して押さえるべき活用のポイントがあります。

原則として1対1の関係

メンターに求める役割を明確に設定すること

利害関係のない、部署の異なるメンターを付ける

メンターとしての知識・スキル・心構えを体系的
に学ばせる

ありがちな失敗は「あの子の面倒を見
てあげて欲しい」という大雑把な投げか
けです。メンティの精神的な支援だけを
期待するのか、業務上の問題解消支
援やメンティの育成までを想定するのか、
その他メンタリングの期間などを明確に
するとよいでしょう。



＊今月のお知らせ＊

健康・介護保険
料率が改定され

ます

健康・介護の保険料率が、平成３１年３月分（４月納付分）から変更となります。
【福井県】健康保険：9.88% 介護保険：1.73％ (折半前)

▼保険料額表はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213

所得税の確定申告期限は平成31年3月15日(金)までです。
振替納税の方は平成31年4月22日(月)が振替日です。

・新入社員の受け入れ準備は整っていますか？
（例）労働者名簿・備品・制服・駐車場の確保など

所得税の
確定申告

新入社員
入社の準備

４月から年度がかわる事業所は、新年度のカレンダーの準備や、３６協定の締結の準備も
お忘れなく。

カレンダー
の準備
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平成３１年度の雇用保険料率に改定はありませんので、料率変更は必要ありません。
雇用保険の

料率（改定なし）
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伊勢神宮に参拝するときは、
外宮→内宮の順にお参りし
ます。よくテレビで紹介さ
れている「おはらい町」
「おかげ横丁」は内宮の参道
にあります。食べ歩きは、
お参りが終わった後ですよ！

おはらい町にいくつか、練り物屋さん
がありますがイチオシは、「まる天」の
タコ棒。ゴロゴロっとタコが入って
紅ショウガがいいアクセントです！
タコ棒を買う前に、「伊勢角屋」のペール
エールを買うとgood。ビールとタコ棒、
間違いない組み合わせです(*´艸`*)
ぷらぷらーっとおかげ横丁に入り、
「豚捨」で揚げたてコロッケを頬張る。

しあわせですよ～

外宮に移動して、参拝したらぜひ食べていた
だきたいのが「豚捨」の牛丼。どうして、豚捨かと
いうと、うちのお店は牛肉しか扱いません！
という心構えからだそうです！甘辛いたれに
絡んだこってり牛肉と白米の相性はバツグン！
ぺろりといけちゃいます。甘辛い牛丼を食べたら
甘いもの、食べたくなりますよね。伊勢の甘い
ものといえば「赤福」。盆で赤福をいただくのも
いいけれど、冬季限定の「赤福ぜんざい」で
ほっこりするのもおススメ。

絶対に外せない、熱愛グルメは
伊勢志摩で定番の「伊勢うどん」
出汁ではなく、タレがかかっています。
見た目は真っ黒なので、濃い味かと思
われますが、実はあっさり食べられます。
讃岐うどんとは違い、柔ら
かく太い麺が特徴です。
すすって食べると
タレが飛びます！
白い服で食べる
ときは細心の
注意が必要笑
七越本店で伊勢
うどんを食べて
大内山牛乳を飲み
ながら帰路につくのが
最近の帰省の定番です。

七越本店

最後にどうしても紹介したいのが

「きんこ」
先月、青空レストランで紹介さ
れていたのでご存知の方もいらっ
しゃるかもしれません。
「ほしいも」のことなのですが、軽く
あぶってから食べると激うまです。

伊勢志摩に旅行の際の
参考にしてみてください～

気が付けば、福井に来て１７年。実家に帰ると
「福井なまりが気になるわ！」と言われるよう
になりました…高倉が担当です！
そんな私の実家は「伊勢志摩国立公園」の中！
2016年の伊勢志摩サミット開催地前の道は
中学校のマラソンコースです（笑）
お伊勢参りに行ったら、食べてもらいたい地元民
熱愛グルメをご紹介します笑笑

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213

